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英会話のトレーニングって、何？？

みなさんは何が目的でフィリピンで英語を学習しようとされていますか？「日常英会話ができるようになりたい」「海外で働くので英会話のレベルを上げたい」「旅行で困
らないため」「就職にTOEICのスコアが必要」、多くの方がこれらに当てはまると思います。
でも実際は「会話中心の授業を行っています」と多くの学校で宣伝しながら「知識を増やす説明中心の授業」になってしまっていることが多いのです。学校が会話中心の授
業アピールしていても、現場で教える講師が生徒からの評価を得る為に楽しいだけの授業を優先したり、生徒が授業の受け方やその授業の目的を知らないことも｡｡｡
・講師は「生徒が質問してきたし、説明して教えることで生徒が理解して、楽しんでいる」と思う。
・生徒は「説明を受けて納得し、新しい知識を得て嬉しいし、授業も楽しい」と思う。

お互いに充実しているので、決してこれが悪いとは言わないのですが、実は錯覚なんですよね。錯覚だからすぐ忘れてしまいますしね。
CAEAではこの錯覚を払拭させ、疲れるくらい喋る・喋らされるメソッドで【英会話のトレーニング】をします・させます！英会話のトレーニングとは”筋トレ“と同じです。
何回も何回も繰り返し、脳・耳・口・心にトレーニングした内容を染みこませます。そうやって得た力は忘れにくいんです。そしてそれを、仕事、旅行、試験などで生かし
て下さい。
授業で疲れるほど喋った後は、日本クオリティの安心快適な滞在環境でゆっくりお休みいただけるのも当校の特徴です！



CAEA(カエア)では「瞬発的に話す為のトレーニン
グ」と「記憶に定着させる反復練習」で初心者から
上級者まで効果が実証されているスピーキングメ
ソッドを活用しています。
読めば「頭では理解できる英語」を「実践で使える
ようにする」には、話せるようになるための徹底し
た基礎トレーニングが必要です。また、メソッドを
使えば、基礎の無い初心者でも反復練習を行い使え
る英語を身に付けるための効果的なトレーニングが
できます。

CAEAではフォニックスを利用して発音矯正を行い
ます。まずは母音と子音を一音づつ徹底的に発音矯
正を行いカタカナ英語から脱出し、そのあとに文章
レベルでシラブル（音節）やリエゾン（音の繋が
り）を意識しながら発音矯正を行うことで、日本人
訛りでもネイティブに通じる発音を手に入れること
ができます。
発音をしっかり身に付けることでスピーキング力の
UPはもちろんリスニング力やリーディング力も上
がります。

会話では聞く事ができないと返事ができません。
フィリピンであらゆる英語の基礎を学習するのは
非常に効果的ですが、フィリピン人講師が話す分
かりやすい英語だけを聞いていてもネイティブの
英語が聞き取れるようにはなりません。
リスニングクラスでは色々な音源を利用しつつ、
日本人が英語を聞き取れない原因でもあるシラブ
ル（音節）やリエゾン（音の繋がり）に焦点を当
てているので確実にリスニングスキルが向上しま
す。

Speaking Training 発音矯正 Listening



CAEAは100％
マンツーマン！
授業は完全個室で
講師と1対1。
苦手な発音練習も
恥ずかしくない。

日本人である当校
オーナー直営のホテル
「HOTEL ASIA」に
宿泊。 日本人の設計なので日本のホテルと変
わらない快適な居心地。日本人には嬉しい
ウォッシュレット付きトイレ。
全館wi-fi完備で安心。スタンダード以上のお部
屋にはバスタブ付き。
学校はホテル内にあり、学校スタッフだけでな
くホテルスタッフも24時間生徒の皆さんをサ
ポート。

滞在ホテル内に日本食レストランを併設。
毎日の朝食が留学費用に含まれており、レス
トランでメニューから自由に選べます。
また、１週間 2500円 /１食260ペソまでの食
事をメニューから選べる昼食プランと夕食プ
ランもご用意。
レストランは24時間営業なので、夜中に小腹
が空けば何時でも利用可能。
メニューには、熱い天ぷらうどんや、野菜鍋、
麻婆豆腐、お刺身定食なども！

One on One HOTEL 日本食 Japanese



1日６レッスン 1日８レッスン

エコノミー
エコノミー
プラス

スタンダード エコノミー
エコノミー
プラス

スタンダード

１週間 ￥79,000 ￥83,000 ￥86,000 ￥85,000 ￥89,000 ￥92,000

２週間 ￥152,000 ￥158,000 ￥164,000 ￥164,000 ￥170,000 ￥176,000

３週間 ￥200,000 ￥209,000 ￥218,000 ￥218,000 ￥227,000 ￥236,000

４週間 ￥238,000 ¥254,000 ￥266,000
８レッスンコースは３週間までのお申し込みに限
ります。
４週間以上は６レッスンコースからお選び下さい。
初めてのお申し込みの方に限り、４週間以上のお
申込みで、希望者は最初の3週間まで８レッスン
コースを追加料金無料で受講できます。

８週間 ￥464,000 ￥496,000 ￥520,000

12週間 ￥678,000 ¥726,000 ￥762,000

24週間 ￥1,260,000 ￥1,356,000 ￥1,428,000

料金表（その1）

スピーキング特化コース

英会話力を向上させるためのトレーニングに集中
して授業を行います。CAEAオリジナル教材を利用
し、スピーキングのトレーニングをしながらレベ
ルを問わずに会話力、文法力、単語力、リスニン
グ力を身に付けることができます。また、自己紹
介の練習やプレゼンテーションの練習も可能です
ので、自分が話したいことを練習したいという方
もこのコースをお勧めします。

ビジネススピーキングコース TOEICコース

ビジネススピーキングコースでは、日常英会話から
１ランク上の大人の英語を学びます。
授業は話したいことを話せるようになるためのプレ
ゼンテーションを主体に、ビジネスで頻出する熟語
や単語の習得を目指します。
●ＴＯＥＩＣ６００点以下、英検２級以下、簡単な
日常会話が出来ない方にはビジネスクラスの受講を
お勧めしません。

スピーキングだけでなく、ＴＯＥＩＣのスコアも
上げたいという方向けです。
●TOEICの授業では日本の教材を利用します。
当校が指定する教材を購入してお持ちください。
学校では教材を用意をしていませんので、お持ち
で無ければＴＯＥＩＣコースは受講できません。

●授業料 ●宿泊費 ●電気・水道光熱費 ●Wi-fi全館 ●朝食（休祭日含む）
●無料洗濯サービス（週3回） ●お部屋の掃除・タオル交換 ●到着時のセブ空港ピックアップ

料金には左記のものが
含まれています



ペアコース（友人同士も可）

ご親族やご友人など２名で同じ客室に
滞在し、２名共にレッスンを受講する
コース

（１名様あたり￥）

6レッスン
（2名1室）

8レッスン
（2名1室）

１週間 ￥79,000 ￥85,000

２週間 ￥152,000 ￥164,000

３週間 ￥200,000 ￥218,000

４週間 ￥238,000

８週間 ￥464,000

12週間 ￥678,000

24週間 ￥1,260,000

家族３人留学コース

親族や友人など合計３名で同じ客室
に滞在し、３名全員がレッスンを受
講するコース

（１名様あたり￥）

6レッスン
（3名1室）

8レッスン
（3名1室）

１週間 ￥71,000 ￥77,000

２週間 ￥128,000 ￥140,000

３週間 ￥180,000 ￥198,000

４週間 ￥216,000

８週間 ￥426,000

付き添い留学Aコース

１部屋に１名の留学生と付添い人１名
の合計２名で同じ客室に滞在。
付添い人は授業への出席や見学はでき
ません。２人分のランドリー代と毎日
の朝食は下記に含まれています。

（２名様合計￥）

6レッスン
（2名1室）

8レッスン
（2名1室）

１週間 ￥98,500 ￥104,500

２週間 ￥189,000 ￥201,000

３週間 ￥255,500 ￥273,500

４週間 ￥316,000

８週間 ￥620,000

付き添い留学Bコース

１部屋に２名の留学生と付添い人１名
の合計３名で同じ客室に滞在。
付添い人は授業への出席や見学はでき
ません。３人分のランドリー代と毎日
の朝食は下記に含まれています。

（３名様合計￥）

6レッスン
（3名1室）

8レッスン
（3名1室）

１週間 ￥170,500 ￥182,500

２週間 ￥329,000 ￥353,000

３週間 ￥437,500 ￥473,500

４週間 ￥526,000

８週間 ￥1,028,000

料金表（その2）

※授業コースは、スピーキング特化 or ビジネススピーキング or TOEICコース から選べます。
※上記はすべてスタンダードルームの料金です。追加料金にてお部屋のグレードアップも可能
※お子様の場合は子供向けクラスを用意しています。
※生徒としての受入れは6歳以上からとなります。

●入学金 ●海外送金手数料 ●渡航費用・海外旅行保険 ●SSP発行費用 ●学生ID発行費用
●教材費 ●昼食・夕食代 ●VISA延長・ACR-I Card費用 ●その他個人的な費用

料金に含まれないもの



「授業はキツいけど、スムーズに話せたときが楽しい」「授業中は頭がビリビリした！これが英語脳？」「話しすぎて舌や顎がつりそうになった」
「ずっと喋ってるから、のどが渇く」などの感想もありますが、筋トレ後の感想と似ていますよね。

CAEAの講師一人一人が皆さんのトレーナーです。授業は全てマンツーマンなので授業中は専属トレーナー。容赦はしません！
みなさんにはつらくても、面白くなくてもCAEAで走り切って会話力UPをして下さい！英語が話せる人生の始まりです！
ぜひ、CAEAのスピーキングメソッドをご体感ください。お待ちしております。

最 後 に

学校名●セブ アメリカン イングリッシュ アカデミーCebu American English Academy(CAEA / カエア)
代表者●渡辺邦雄

所在地●11 Don Jose Avila St., Capitol Site, 6000 Cebu City Philippines
ホームページ●http://caea-ph.com/


